
 
 
 
 
 
 

平３０年（２０１８年） 
 

第６回大阪狭山市教育委員会 

定例会議議事録 
 

 
 
 
 

平 成 ３ ０ 年 （ ２ ０ １ ８ 年 ） ６ 月 ２ ８ 日  開 催  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 



第６回大阪狭山市教育委員会定例会議議事録 

 

                平成30年（2018年）６月28日（木） 

                午前10時00分    開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（４名） 

  長谷 雄二  教育長 

  山崎 貢   教育長職務代理者 

  田川 宜子  委員 

  河合 洋次  委員 

 

出席事務局の職員 

  山﨑 正弘  教育部長 

  酒匂 雅夫  教育部理事 

  松本 幸代  こども政策部長 

  谷  義浩  教育部次長兼歴史文化グループ課長 

  尾島 肇   教育部副理事兼学校教育グループ課長 

  北野 真也  教育総務グループ課長 

  寺本 芳之  学校給食グループ課長 

  東野 貞信  子育て支援グループ課長 

  浜口 亮   保育・教育グループ課長 

  酒谷 由紀子 学校教育グループ参事 

  隅田 よし子 学校教育グループ参事 

  上尾 悦男  社会教育・スポーツ振興グループ参事 

  吉井 克信  歴史文化グループ参事 

  谷 富二男  子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  平井 大地 教育総務グループ主事 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第７号 大阪狭山市教育委員会教育長職務代理者の事務の委

           任に関する規則について 

日程第２ 報告第15号 大阪狭山市立中学校教科用図書（道徳）選定委員の

           委嘱及び任命について 

日程第３ 報告第16号 大阪狭山市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任

           命について 

日程第４ 報告第17号 大阪狭山市就学支援委員会委員の委嘱及び任命につ

           いて 

日程第５ 報告第18号 大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会委員の委嘱に 

           ついて 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 



－1－ 

教育部長（山﨑正弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまから平成30年第６回大阪

狭山市教育委員会定例会議を始めさせていただ

きます。 

 以下の進行を、教育長よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまから教育委員会議を開催

いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、本会議は成立いたします。 

 また、本日は１名の方から傍聴の申し込みが

ございましたので、これを許可したいと思いま

す。傍聴人を会場へご案内ください。 

 それでは、ただいまより平成30年第６回教育

委員会定例会議を開会いたします。 

 なお、会議録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、山崎教育長職務代

理者、田川委員を指名いたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 なお、主な報告につきましてご報告いたしま

す。 

 ５月24日木曜日、平成30年度大阪府都市教育

委員会連絡協議会定期総会に参加いたしました。 

 ５月27日日曜日、市ＰＴＡ連絡協議会総会に

出席いたしました。 

 ６月２日土曜日、平成30年度大阪狭山市母子

寡婦福祉大会で挨拶をいたしました。 

 ６月５日、６日、東幼稚園、東野幼稚園、こ

ども園を訪問いたしました。 

 主な報告については、以上でございます。 

 ただいまの私の報告につきまして、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、議案

第７号、大阪狭山市教育委員会教育長職務代理

者の事務の委任に関する規則についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

 北野課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、議案第７号、大阪狭山市教育委員

会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

についてご説明させていただきます。 

 資料につきましては、１ページから２ページ

まででございます。 

 また、別途配付しております教育総務グルー

プ資料もあわせてごらんください。 

 まず、本規則の制定理由でございますが、教

育総務グループ資料の参考でお示ししておりま

すが、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第13条第２項において、教育長が事故等によ

り不在の間が生じる場合は、あらかじめ指名し

た教育委員がその職務を行うこととされており、

現在、山崎委員がその教育長職務代理者として

ご指名されているところでございます。教育長

の職務代理者は、会議の主体だけではなく、具

体的な事務執行についての責任を負うこととな

ります。しかしながら、教育委員は非常勤の特

別職であり、職務代理者が行う職務のうち、具

体的な事務の執行など、職務代理者がみずから

事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困

難である場合には、資料の下段にもございます

けれども、法第25条第４項の規定に基づき、そ

の職務を教育委員会事務局職員に委任すること

が可能となっており、このたび、この規定に基

づく事務委任を行う際の委任順位を明確するた

めご提案するものでございます。 

 それでは、規則案の詳細についてご説明をさ

せていただきますので、２ページをごらんくだ

さい。 
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 まず、第１条でございますが、本規則の趣旨

を規定しております。 

 次に、第２条でございますが、事務の委任に

関する規定でございまして、委任事項について

は、教育長に対する事務委任規則の第１条に規

定する内容とするものでございまして、具体的

には、教育総務部資料の裏面でございますけれ

ども、参考２でお示ししておりますが、教育委

員会の事務等の方針決定、財産の取得や廃止の

決定、職員の任命、懲戒といった人事案件、議

会案件の意見聴取、教育委員会規則等の制定ま

たは改廃など、教育長への委任事務から除外さ

れている項目となりますので、想定される事務

といたしましては、教育長が専決者となります

事務決裁処理や予算伝票処理などの定常的な業

務でございます。 

 次に、第３条でございますが、事務を委任す

る準備等に関する規定でございまして、委任を

受ける対象者及びその順位を規定しております。 

 本市教育委員会事務局の組織機構上、教育部

長とこども政策部長の２名の部長職が設置され

ておりますが、教育委員会事務局の総務に関す

る所掌事務を掌理する立場にある教育部長の職

を第１位の順位とし、第２位の順位にはこども

政策部長とすることで整理をさせていただいて

おります。 

 なお、第３位の順位としては、両部長が不在

の場合を想定しておりまして、職務給の高点順

序及び在職年月数の長短の順序によることと規

定しております。 

 次に、第４条でございますが、教育長職務代

理者は、必要に応じて順位者に対し委任した事

務について報告を求め、また指示を行うことが

できると規定しております。 

 最後に、附則でございますが、本規則の施行

期日を公布の日と規定させていただいておりま

す。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、 

よろしくご審議くださいますようお願いいたし

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、ご質問、

ご意見等ございませんでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 確認ですけれども、新しい教育委員会制度に

なったことに伴っての新しい規則と受けとめて

よろしいのでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 北野課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 はい、そのとおりでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかよろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第７号、大阪狭山市教育委員

会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則

については承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第15号、大阪狭

山市立中学校教科用図書（道徳）選定委員の委

嘱及び任命についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 尾島課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 報告第15号、大阪狭山市立中学校教科用図書

（道徳）選定委員の委嘱及び任命についてご説

明いたします。 

 資料につきましては、３ページから４ページ

に記載してございます。 



－3－ 

 この教科用図書選定委員会については、大阪

狭山市附属機関設置条例の規定に基づき規則を

定めております。本来でございましたら、４月

の教育委員会議で報告すべき案件でございまし

たが、本日の教育委員会議にてご報告申し上げ

ます。 

 教科用図書選定委員会は、教育長の諮問を受

けて、本市の子どもたちにふさわしい教科書選

定をするための調査研究を行います。 

 ４ページの平成30年度大阪狭山市立中学校教

科用図書（道徳）選定委員名簿をごらんくださ

い。 

 今回選定委員として委嘱、任命するのは、大

阪狭山市中学校校長代表として中川誠己校長、

大阪狭山市小学校校長代表として北中規夫校長、

大阪狭山市中学校教頭代表として槇野俊之教頭、

中学校生徒の保護者は資料のとおりでございま

す。 

 教育委員会事務局職員として酒匂雅夫教育部

理事、尾島肇学校教育グループ課長、酒谷由紀

子学校教育グループ参事でございます。 

 委嘱期間は１年で、平成30年４月１日から平

成31年３月31日まででございます。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等

ございませんでしょうか。 

 昨今、この選定業務については、今後、来期

から小学校、中学校と教科書の選定が年次ごと

にどんどん行われる中で、最終採択の決定はこ

の教育委員会議で決めるということですが、特

に選定委員あるいはその各調査員については、

協議なり国のほうから教科書の選定にかかわっ

ては厳正にということで、今回も委嘱について

は宣誓書等は提出していただいているのでしょ

うか。 

 尾島課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 提出していただいております。 

教育長（長谷雄二） 

 教育委員会としては、当然執行補助機関とし

て採択に向けて異論のないように公正な教科書

の報告を選定委員からお願いしたいということ

を改めてここで事務局によろしくお願いいたし

ます。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第２、報告第15号、大阪狭山市立中学校

教科用図書（道徳）選定委員の委嘱及び任命に

ついては承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第16号、大阪狭

山市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任命

についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 尾島課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 報告第16号、大阪狭山市いじめ問題対策委員

会委員の委嘱及び任命についてご説明申し上げ

ます。 

 資料につきましては、５ページから６ページ

でございます。 

 この委員会については、大阪狭山市附属機関

設置条例の規定に基づき規則を定めております。 

 委員は10人以内で組織し、任期は２年で、委

員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残

任期間となっております。今回の報告は、30年

度、31年度の委員についてでございます。 

 ６ページの平成30年度大阪狭山市いじめ問題
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対策委員会委員名簿をごらんください。 

 弁護士として大阪弁護士会の里井義昇様、医

師として大阪狭山医師会、芝元啓治様、学識経

験者として帝塚山学院大学教授、西川隆蔵様、

スクール・カウンセラーとして本市スクール・

カウンセラー、土屋友紀子様、スクール・ソー

シャルワーカーとして本市スクール・ソーシャ

ルワーカー、福井弥生様、地区長としてグリー

ンコーポ地区長、菊屋英一様、校長ОＢとして、

大阪狭山市教育相談員、石丸孝様、大阪狭山市

生徒指導サポーター、難波美枝様、また庁内人

権担当部局より今年度新たに市民生活部市民相

談・人権啓発グループの村田詠一さんを任命い

たします。村田さん以外の委員は再任でござい

ます。 

 この委員会は、本市のいじめ問題等への対策

について関係分野の専門家に議論していただき、

施策への助言などをお願いするものです。学期

に１回の定例会と事案発生時等、必要に応じて

今後開催してまいります。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの報告について、ご質問ございませ

んでしょうか。よろしいですかね。 

 それでは、ご意見がないようです。本案を原

案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第16号、大阪狭山市いじめ問

題対策委員会委員の委嘱及び任命については承

認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第17号、大阪狭

山市就学支援委員会委員の委嘱及び任命につい

てを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 尾島課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 報告第17号、大阪狭山市就学支援委員会委員

の委嘱及び任命についてご説明申し上げます。 

 資料につきましては、７ページから８ページ

でございます。 

 この委員会については、大阪狭山市附属機関

設置条例の規定に基づき規則を定めております。 

 委員は10人以内で組織し、任期は１年で、今

回の委嘱期間は平成30年７月１日から平成31年

６月30日でございます。 

 ８ページの平成30年度大阪狭山市就学支援委

員会委員名簿をごらんください。 

 委員長は大阪大谷大学教授の小田浩伸様、委

員として山﨑正弘教育部長、酒匂雅夫教育部理

事、尾島肇学校教育グループ課長、田中妙子半

田幼稚園長、寺田育第七小学校校長、中川誠己

第三中学校校長、東佳之保健福祉部福祉グルー

プ課長補佐を委嘱、任命いたします。 

 大阪狭山市就学支援委員会は、年間３回程度

の定例会の実施を通して、来年度、大阪狭山市

立学校に就学を予定している障害のある子ども

について、一人一人の教育的ニーズや、本人、

保護者の意向を踏まえて、よりよい教育を行う

ための合理的配慮や基礎的環境整備について検

討してまいります。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告につきまして、ご

意見ございませんでしょうか。 

 ないようですので、本案を原案のとおり承認

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第４、報告第17号、大阪狭山市就学支援

委員会委員の委嘱及び任命については承認され

ました。 

 それでは、引き続きまして、日程第５、報告
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第18号、大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会

委員の委嘱についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 谷次長。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（谷 義

浩） 

 報告第18号、大阪狭山市狭山池総合学術調査

委員会委員の委嘱についてご説明させていただ

きます。 

 資料につきましては、９ページ、10ページに

ございます。 

 10ページをごらんいただきたいと思います。 

 この委員会につきましては、大阪狭山市附属

機関設置条例に基づきまして委員会規則をつく

っております。 

 委員会につきましては、資料のとおり、上甫

木昭春氏、大阪府立大学大学院生命環境科学研

究科教授、中川一氏、京都大学防災研究所所長、

恵谷浩子氏、奈良文化財研究所文化遺産部景観

研究室研究員、以上３名でございます。 

 この３名につきましては、委嘱期間満了に伴

いまして、再任として委嘱をさせていただくも

のでございます。 

 新たな委嘱といたしましては、平成30年７月

22日から平成33年７月21日の３年となっており

ます。 

 以上、簡単ですが、ご報告とさせていただき

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの報告について、どうでしょう、よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第５、報告第18号、大阪狭山市狭山池総

合学術調査委員会委員の委嘱については承認さ

れました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


